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1. 平成28年8月期第2四半期の連結業績（平成27年9月1日～平成28年2月29日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年8月期第2四半期 70,783 8.2 3,216 34.9 3,369 27.8 1,971 44.1
27年8月期第2四半期 65,448 10.5 2,384 64.0 2,636 57.6 1,368 943.3

（注）包括利益 28年8月期第2四半期 830百万円 （△64.7％） 27年8月期第2四半期 2,354百万円 （90.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

28年8月期第2四半期 38.92 38.74
27年8月期第2四半期 27.13 27.05

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

28年8月期第2四半期 91,018 72,022 79.0 1,417.39
27年8月期 95,485 72,424 75.7 1,423.32
（参考）自己資本 28年8月期第2四半期 71,911百万円 27年8月期 72,314百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

27年8月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
28年8月期 ― 0.00
28年8月期（予想） ― 18.00 18.00

3. 平成28年 8月期の連結業績予想（平成27年 9月 1日～平成28年 8月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 147,400 5.8 8,400 11.8 8,600 7.4 4,600 21.9 91.04



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半
期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年8月期2Q 52,272,342 株 27年8月期 52,272,342 株
② 期末自己株式数 28年8月期2Q 1,537,155 株 27年8月期 1,465,198 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年8月期2Q 50,666,490 株 27年8月期2Q 50,445,874 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善などが見られ、景気は緩やかな

景気回復基調が続きました。一方、個人消費は、消費税増税以降、食料品等の物価上昇から、生活防衛意識が高

まりを見せており、消費基調は楽観視できない状況で推移しております。

外食産業におきましては、引き続き他業種との顧客獲得競争が激化しており、厳しい経営環境が続いておりま

す。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、国内外における継続的な新規出店や店舗サービスの

品質向上等、さらなる収益力の向上に努めて参りました。また、平成27年10月には新情報システムが本格的に稼

働致しました。

これらの取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は707億83百万円（前年同期比8.2％増）、営業利

益は32億16百万円（前年同期比34.9％増）、経常利益は33億69百万円（前年同期比27.8％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は、19億71百万円（前年同期比44.1％増）となりました。

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

既存店対策としてお客様視点でのサービス強化などに努めたことにより、当第２四半期連結累計期間の既存店

売上高が前期比で103.7%と好調であったことなどから、売上高541億66百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は

20億23百万円（前年同期比69.5％増）となりました。

②豪州

当社で使用する食材の製造等を行っており、売上高21億77百万円（前年同期比11.1％増）、営業利益は1億81百

万円（前年同四半期は営業損失46百万円）となりました。

③アジア

中国経済の停滞による売上高の鈍化や人件費の高騰の中、新規出店による新規顧客の獲得やマネジメントの強

化に努め、売上高165億96百万円（前年同期比22.8％増）、営業利益は10億23百万円（前年同期比13.5％減）とな

りました。

　

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産

当第２四半期連結会計期間末の総資産は910億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して44億67百万円の減

少となりました。主な要因は、現金及び預金の増加14億32百万円や有形固定資産の減少12億62百万円、有価証券

の減少40億円などであります。

負債合計は189億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して40億65百万円の減少となりました。主な要因

は、１年内返済予定の長期借入金の減少10億18百万円、未払法人税等の減少7億83百万円、長期借入金の減少4億

85百万円などであります。

純資産合計は720億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億1百万円の減少となりました。この結果、

自己資本比率は79.0％となりました。

　
②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、255億45百万円（前年

同期比13億84百万円の増加）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、34億97百万円（前年同期比5億23百万円の減少）となりました。これは、主に

税金等調整前四半期純利益30億63百万円、減価償却費28億99百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、27億11百万円（前年同期比15億26百万円の増加）となりました。これは、主

に有形固定資産の取得による支出24億9百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、27億52百万円（前年同期比56億75百万円の増加）となりました。これは、主

に長期借入金の返済による支出15億4百万円、自己株式の取得による支出4億71百万円、配当金の支払額9億12百万

円等によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年８月期の通期の個別業績予想につきましては、最近の業績動向等を踏まえて予想した結果、変動が生

ずることとなったため、以下の通り修正いたします。

なお、平成27年10月14日に発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。

　

平成28年８月期（通期）連結業績予想（平成27年９月１日～平成28年８月31日）

下記、（連結業績予想の修正）に記載の通り、修正はいたしません。

平成28年８月期（通期）個別業績予想（平成27年９月１日～平成28年８月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 　円 　銭

前回発表予想（Ａ） 112,000 5,050 1,800 35 62

今回修正予想（Ｂ） 112,800 5,400 2,300 45 52

増減額（Ｂ－Ａ） 800 350 500 ―

増減率（％） 0.7 6.9 27.8 ―

前期実績 109,927 4,928 1,550 30 69

　

（個別業績予想の修正）

売上高に関しましては、平成28年８月期第２四半期累計期間（平成27年９月１日～平成28年２月29日）の既

存店売上高が前期比で103.7％と好調であったことなどから、前回予想を上回る見込みです。

営業利益、経常利益及び当期純利益に関しましては、売上が増加したことによる利益の増加や減損対象店舗

の減少、出店戦略の見直しを行ったことなどにより、販売費及び一般管理費が減少したことから、前回予想を

上回る見込みです。

　

（連結業績予想の修正）

売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に関しましては、個別の上期実績の影響

があるものの、海外店舗の出店計画の見直しや、労務費の高騰等から、通期業績予想を据え置くことと致しま

した。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

(企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示

の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連

結財務諸表の組替えを行っております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,113 25,545

テナント未収入金 1,041 754

有価証券 4,000 ―

商品及び製品 6,200 6,315

原材料及び貯蔵品 1,070 1,166

繰延税金資産 569 536

その他 2,925 2,457

流動資産合計 39,920 36,777

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 26,060 25,309

機械装置及び運搬具（純額） 2,610 2,341

工具、器具及び備品（純額） 4,644 4,551

土地 6,952 6,939

リース資産（純額） 122 117

建設仮勘定 417 285

有形固定資産合計 40,807 39,544

無形固定資産 992 1,179

投資その他の資産

投資有価証券 339 339

敷金及び保証金 9,757 9,668

建設協力金 1,290 1,235

繰延税金資産 1,990 1,960

その他 402 328

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 13,765 13,517

固定資産合計 55,565 54,241

資産合計 95,485 91,018
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,302 4,863

1年内返済予定の長期借入金 3,008 1,989

リース債務 8 8

未払法人税等 1,720 936

賞与引当金 1,299 1,149

株主優待引当金 142 70

資産除去債務 6 80

その他 6,612 5,461

流動負債合計 18,100 14,559

固定負債

長期借入金 485 ―

リース債務 122 118

繰延税金負債 30 36

資産除去債務 3,916 3,891

その他 407 390

固定負債合計 4,961 4,436

負債合計 23,061 18,996

純資産の部

株主資本

資本金 8,612 8,612

資本剰余金 9,209 9,213

利益剰余金 52,376 53,434

自己株式 △1,986 △2,310

株主資本合計 68,212 68,950

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 4,102 2,961

その他の包括利益累計額合計 4,102 2,961

新株予約権 109 111

純資産合計 72,424 72,022

負債純資産合計 95,485 91,018
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 65,448 70,783

売上原価 24,721 26,696

売上総利益 40,726 44,086

販売費及び一般管理費 38,342 40,870

営業利益 2,384 3,216

営業外収益

受取利息 128 102

為替差益 6 ―

デリバティブ評価益 20 17

補助金収入 ― 43

その他 104 18

営業外収益合計 259 182

営業外費用

支払利息 5 2

為替差損 ― 11

自己株式取得費用 ― 10

その他 2 4

営業外費用合計 7 29

経常利益 2,636 3,369

特別利益

補償金収入 25 133

新株予約権戻入益 27 ―

その他 0 ―

特別利益合計 53 133

特別損失

減損損失 463 359

固定資産除却損 56 70

店舗閉店損失 12 8

その他 1 ―

特別損失合計 534 438

税金等調整前四半期純利益 2,154 3,063

法人税、住民税及び事業税 894 1,028

法人税等調整額 △107 63

法人税等合計 786 1,091

四半期純利益 1,368 1,971

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,368 1,971
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

四半期純利益 1,368 1,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13 ―

為替換算調整勘定 972 △1,140

その他の包括利益合計 986 △1,140

四半期包括利益 2,354 830

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,354 830

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,154 3,063

減価償却費 2,776 2,899

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △139

株主優待引当金の増減額（△は減少） △104 △71

受取利息及び受取配当金 △128 △102

支払利息 5 2

為替差損益（△は益） 0 47

デリバティブ評価損益（△は益） △20 △17

固定資産除却損 56 70

店舗閉店損失 12 8

減損損失 463 359

補償金収入 △25 △133

テナント未収入金の増減額（△は増加） 405 286

たな卸資産の増減額（△は増加） △609 △290

新株予約権戻入益 △27 ―

その他流動資産の増減額（△は増加） 478 405

買掛金の増減額（△は減少） △183 △352

その他流動負債の増減額（△は減少） △770 △1,034

その他 70 82

小計 4,529 5,085

利息及び配当金の受取額 103 79

利息の支払額 △5 △2

法人税等の支払額 △606 △1,798

補償金の受取額 ― 133

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,020 3,497
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入 500 ―

定期預金の払戻による収入 712 ―

有形固定資産の取得による支出 △2,188 △2,409

無形固定資産の取得による支出 △179 △318

敷金・保証金・建設協力金の支出 △250 △218

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 343 366

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △121 △131

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,184 △2,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 6,000 ―

長期借入金の返済による支出 △2,254 △1,504

自己株式の取得による支出 △0 △471

配当金の支払額 △906 △912

ストックオプションの行使による収入 85 135

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,923 △2,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 479 △600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,239 △2,567

現金及び現金同等物の期首残高 17,921 28,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,161 25,545
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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